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1孟時　差芸9年1月　㌻ント至芸部賃雪展

場所　　東急スクエラ　　素材　　花餅　菜の花　ふきのとう　他

場所　　東急スクエア　　素材　　稲　花きび　ごまがら　あわ

とうもろこし　他
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日時　　平成12年2月

題　　　早春の路

場所　　池袋サンシャインシティー

イベント　関東東海花の展覧会

器　　　大八車　むしろ

素材　　米俵　三浦大根　聖護院

人参　さつま芋　菜の花

麦　白菜　ねこやなぎ

4

日時　　平成12年2月

題　　　　マルベリーシティー

場所　　池袋サンシャインシティー

イベント　関東東海花の展覧会

器　　　桑の木　まぶし　むしろ

糸まき

素材　　絹布　真綿　まゆ　絹糸

ふきのとう

5

日暗　　平成12年9月

題　　　初秋

場所　　国分寺市立泉ホール

イベント　東京2000年禦

「森ミドリコンサート」

器　　　大糸まき

素材　　こんにゃくの木　コスモス

おかめかぼちゃ

おもちゃかぼちゃ
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6

日時　　平成12年11月

題　　　そば作り

場所　　富士森公園

イベント　八王子農業祭

器　　　こねばち　めん棒

素材　　そばの花　さつまいも

人参　かなりやなす

7

日時　　平成13年8月20日

題　　　祝JA

場所　　JA練馬春日支店

イベント　女性部文化展

器　　　角せいろ　箕

素材　　南天　米　ささげ　ごま

はうずき

8

日時　　平成13年11月

題　　　祝七五三

場所　　富士森公園

イベント　八王子農業祭

器　　　もちおけ

素材　　南天　綿　赤なす

さつま芋　なす
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9

日時　　平成13年11月

題　　　造形美

場所　　富士森公園

イベント　八王子農業祭

器　　　おし切り

素材　　大根　長かぼちゃ

サニーレタス

10

日時　　平成14年3月

題　　　花と大地

場所　　府中の森芸術劇場

イベント　子供達の農業体験を考える

フォーラム

器　　　手桶

素材　　きゃべつ　三浦大根

長人参　梅の花

ねこやなぎ　桃の花

11

日時　　平成14年6月

題　　　おかいこ様

場所　　渋谷ウイメンズプラザ

イベント　丸岡秀子をしのぶ会

器　　　えびら　まぶし　しょいかご

素材　　桑の木　ねぎ　麦　菜の花

ひまわり　絹糸　真綿
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12

日時　　平成15年10月9，10日

題　　　棒打

場所　　夕やけ小やけふれあいの里

イベント　第6回農の生け花愛好者

国の集い

器　　　唐箕　棒打　箕　むしろ

素材　　稲　大豆　里芋　柿

13

日暗　　平成15年10月10日

題　　　　いらっしゃいませ

入口　　場所　　夕やけ小やけふれあいの

ヽ　■蕪鴬と添妄さ

▲」ト一、1■‾

イベント　第6回農の生け花愛好者

国の集い

器　　　大八車

素材　　米俵　稲　おかめかぼち

キャベツ　大根　なす

さつまいも

14

日時　　平成16年7月

題　　　おいしいおにぎり

場所　　JA川口支店

イベント　おけいこ勉強会

器　　　釜

素材　　稲苗　八つ頭　びわ

おにぎり　梅干
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風の生け為

15

日時　　平成17年3月

題　　　多摩の百姓

場所　　渋谷NHK

イベント　ふるさとの食にっぽんの食

器　　　大八車　ひの木玉　しるし

ぼん天

素材　　米俵　かます　あわ　稲

まゆ玉　みかん　大根

人参　のらぼう菜　麦　桜

親芋

16

日時　　平成25年2月

題　　　横井先生遺品作品

場所　　道の駅八王子滝山

イベント　作品展示会

器　　　花器　きね　ふた

素材　　ねこやなぎ　おもち　麦

キャベツ　白菜

17

日時　　平成18年3月

題　　　春の庭先

場所　　渋谷NHK

イベント　ふるさとの食にっぽんの食

器　　　　にわとり

ひよこ　くずはきかご

めかい

素材　　菜の花　ブロッコリー

白菜　わらニワトリ

ひょうたん



農の生け花活動記録と写真集　39

18

日時　　平成19年5月1日

題　　　緑の五月

場所　　ホテルオークラ東京

イベント　日本農業新聞80周年

器　　　田の草取り　竹じょうご

素材　　稲苗　里芋　のらぼう菜

19

日時　　平成20年7月23日

題　　　真夏の太陽

場所　　立川グランドホテル

イベント　新聞増強運動

器　　　草取り器　しょいかご

長糸まき

素材　　稲　こんにゃく

サニーレタス

20

日時　　平成23年2月26，27日

題　　　年中行事

場所　　道の駅

イベント　第4回作品展及び体験教室

器　　　しょいかご　石臼　ざる
一升マス

素材　　聖護院　人参　みかん

米だんご　きゃべつ

ねこやなぎ　こぶし
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21

日時　　平成24年5月10日

題　　　　たつ年

場所　　ホテルニューオータニ

イベント　日本農業新聞全国大会

器　　　わら製たつ　かま　米俵

素材　　竹の子　あやめ

やぐらねぎ

22

日時　　平成26年2月

題　　　春の食育

場所　　道の駅

イベント　第7回展示会

器　　　唐箕　脱穀機　真　酒樽

ほうろく　ちゃぶ台

素材　　朱　赤飯　米だんご

おもち　串

23

日時　　平成26年5月8日

題　　　　おもてなし

場所　　ホテルオークラ東京

イベント　日本農業新聞全国大会

器　　　みそがめ　アーボヘーボ

こねばち　かいぼおけ　台

素材　　麦　ねぎぼうず（やぐらねぎ）

あやめ　菜の花

にわとり
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24

日暗　　平成14年3月

題　　　春の足音

場所　　府中の森芸術劇場

イベント　子供達の農業体験を考える

フォーラム

器　　　竹じょうご

素材　　里いも　マメガラ

カタクリ　綿

25

日時　　平成21年2月

題　　　小正月

場所　　立川　農水財団

イベント　農家女性フォーラム

器　　　石うす　えびら　糸まき

素材　　つげの木　米だんご

みかん　ふきのとう　綿

26

日時　　平成25年5月

題　　　献上米

場所　　ホテルオークラ東京

イベント　日本農業新聞大会

器　　　ビール缶　ふるい

つるざる　高ざる

素材　　えとへび　献穀米　麦

菜の花　いも　玉ねぎ
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27

日時　　平成15年5月

題　　　機織のふるさと

場所　　虎ノ門パストラル

イベント　日本農業新聞大会

器　　　はたおり機　えびら

素材　　絹布　桑の木　じゃがいも

28

日時　　平成19年7月

題　　　小麦粉

場所　　立川グランドホテル

イベント　新聞増強運動

器　　　　せいろ　うちわ

素材　　小麦　紅花

酒まんじゅう

29

日時　　平成27年2月

題　　　養蚕

場所　　道の駅八王子滝山

イベント　展示と体験教室

器　　　つるざる　糸巻き

アーボヘーボ

素材　　白ヘビ　桑の木　絹布

福寿草　菜の花
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個人の作品

長田百々代

器　　鉄ぴん

素材　長ねぎ　ちんげんさい　赤かぶ

（葉は無かったので大根の葉）

カナリアレナス　ローバイ（梅の

木にまゆで作った花をつけてみま

した。赤：黄）

橋本サダ

日日 平成15年

題　　みんな仲良し

器　　ざる

素材　しょうが　人参　芋

おもちゃかぼちゃ　はやとうり

赤かぶ

河井澄江

日日 平成14年

題　　芽出るさつま芋

器　　ざる

素材　さつま芋　赤なす

土
寸

土
寸
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高鳥清子

日時　　成14年2月

題　　　春野菜

イベント　八王子市役所農家女性の会

展示会

器　　　　釜

素材　　聖護院　紫きゃべつ

すいせん

浜中洋子

日時　　平成14年2月

題　　　三寒四温

イベント　八王子市役所農家女性の会

展示会

器　　　ねこ火鉢　縄

素材　　ねこやなぎ　菜の花　人参

炭

小山多美子

日時　平成15年10月10日

題　　実りの秋

器　　選米器　土壌消毒の器（桑畑）

素材　稲束　ナタ豆　とうもろこし

ウドの花



森田春江

器　　ホウロク

素材　京いも　きゃべつ　かぼちゃ

さつま芋　柿　大根
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久保文代

題　　夏野菜

器　　おひっ

素材　にら　ブルーベリー　はうずき

かぼちゃ　ピーマン

斉藤節子

日日 平成2年．10月1日

題　　なかよし野菜

器　　おはち

素材　さつま芋　おもちゃかぼちゃ

にがうり

土
寸


